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内 閣

総合海洋政策本部

内閣官房 総合海洋政策本部事務局

外務省
＜外交＞

文部科学省
＜科学技術・教育＞

農林水産省
＜水産政策＞

経済産業省
＜産業エネルギー政策＞

環境省
＜環境政策＞

防衛省
＜安全保障＞

国 土 交 通 省

観光庁
〈海洋観光振興〉

国土政策局
〈国土政策〉
〈離島振興〉

都市局
〈海浜部の公園
整備・管理〉

水管理・
国土保全局

〈国土保全・防災対策〉
<海洋環境保全>

海事局
〈海上輸送の確保〉

〈海事産業の育成・振興〉

港湾局
〈海上輸送拠点
の整備〉

気象庁
〈海洋気象調査〉

海上保安庁
〈海上の治安・
安全の確保〉
〈海洋調査〉

総合政策局海洋政策課

・海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案

・当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括

・海洋汚染等の防止に関する事務

海洋政策に関係する省庁等
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国土交通省及び海洋政策課の紹介



我が国の海洋を巡る現状
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国土面積 : 38万 km2（世界第61位）

領海及びＥＥＺの面積 : 約447万 km2（世界第６位）

海岸線延長 : 約35,000km（世界第６位）

離島の数 : 約6,800（周囲が100ｍ以上に限る）

輸出入取扱貨物量の
海上輸送依存度 ： 99.6％ 以上 領海（内水を含む）

延長大陸棚
排他的経済水域

四方を海に面している我が国は、
「海洋」から多くの恩恵を受けている



「海洋政策」をめぐる現状
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◎ 食料、資源・エネルギー、物資の輸送等は、

海から（海を越えて）人々に恩恵を与えてくれる

海は我が国にとって将来にわたり重要

しかし、海洋環境の汚染、水産資源の減少、海岸侵食の進行、海賊事件の頻発
重大海難事故の発生、海洋権益の確保に影響を及ぼしかねない事案の発生等

様々な海の問題の顕在化

総合的に海洋政策を推進することが必要

①海洋資源の開発及び利用の推進

②海洋環境の保全等

③排他的経済水域等の開発等の推進

④海上輸送の確保

⑤海洋の安全の確保

⑥海洋調査の推進

⑦海洋科学技術に関する研究開発の推進等

⑧海洋産業の振興及び国際競争力の強化

⑨沿岸域の総合的管理

⑩離島の保全等

⑪国際的な連携の確保及び国際協力の推進

⑫海洋に関する国民の理解の増進等

基本的施策

海洋基本法の成立（平成１９年４月２０日）、施行（同７月２０日）



「海洋政策」の課題

海洋資源の開発及び利用の推進

海洋環境の保全等

排他的経済水域等の開発等の推進

海上輸送の確保

海洋の安全の確保

海洋調査の推進

海洋科学技術に関する研究開発の推進等

沿岸域の総合的管理

離島の保全等

国際的な連携の確保及び国際協力の推進

海洋産業の振興及び国際競争力の強化

海洋に関する国民の理解の増進と人材育成
「海洋観光」を活用

■海洋権益の保全
○海上保安体制の強化
○低潮線の保全等

■港湾区域における再生可能エネルギー導入促進
■浮体式洋上風力発電施設安全ガイドライン策定

南鳥島
特定離島港湾施設整備箇所

■活動拠点の
整備・利活用

○南鳥島
○沖ノ鳥島
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最近の海洋政策の課題に対する
国土交通省関連施策



海洋基本計画（平成25年4月閣議決定）における施策の方向性
・ クルーズ、マリンレジャーなど、観光資源や憩いの場としての海洋を活用した観光産業の
振興、発展を促す海洋観光等の取組を推進する。

・ 国民が海を身近に感じられるよう、幅広い参加が得られる行事や海洋観光など、
海洋に実際に触れ合う機会を充実させるとともに、マスメディア、インターネット等
を通じた情報発信、水族館、博物館等とも連携した情報発信を検討する。

「海洋政策」×「観光の力」＝「海洋観光」
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地域振興

国・地域のブランド力・競争力の強化

我が国海洋の適切な管理

我が国海洋の周知・啓発

経済の活性化

海洋の管理

海洋観光の施策体系



「海」についての意識調査

8

レジャー 53.9 ％

観光 14.7 ％
船 9.8 ％

海洋生物 8.8 ％

環境問題 4.1 ％

海洋資源 3.5 ％

海に関わる仕事 1.6 ％

その他 3.6 ％

「海」と聞いて思い浮かべること

出典：海に関する国民意識調査 2014 ((財)日本海事センター)

海への理解を増進する
ための接点として
海洋観光は有効
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海洋観光資源の開発

地方創生、地域経済の活性化

地場産業の活性化

海洋の「魅力」の創出
海洋教育の増進
海洋観光等の人材育成

「海洋観光」への期待

政策において「観光」を活用することで、
相乗効果により、さらなる海洋政策の推進が期待できる

まちづくりの取り組みへの寄与

雇用創出効果

地域イメージ・ブランドの形成

「海洋産業の振興」

「魅力ある観光地域づくり」 「海洋に関する理解の増進」
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「海洋観光」 の定義

海洋に関わる観光資源、自然状況、海上交通

を利用・活用する観光

海洋に関わる観光資源、自然状況、海上交通

を利用・活用する観光
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海水浴 海上・海中遊覧 クルーズ 離島観光 ・・・

海洋観光海洋観光



「海洋観光」の具体例

• 海水浴
• サーフィン
• レジャーボート
• 自然、沿岸域の景観観光
• フェリー
• 屋形船
• クルーズ
• 離島ツアー （民宿への宿泊）

など

実は色々な観光の形態があります！
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「海洋観光」のＰＲポイント

景観 多様で豊かな自然、沿岸域の地形や街並、海から見える
景観、港の風景などの魅力
多様で豊かな自然、沿岸域の地形や街並、海から見える
景観、港の風景などの魅力

船への乗船体験 クルーズ船、フェリー・旅客船、遊覧船等、
船に乗ること自体を楽しむことができる魅力

離島の自然、歴史、
文化、伝統

離島の自然、独自の歴史、文化、
伝統に触れることの魅力

教育としての場 体験学習や、マリンスポーツ等の体験を通じた
教育の場を創出できる魅力

非日常空間としての海 「海」＝「非日常」であることを逆手に取り、
海洋観光によって非日常体験を提供する魅力
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「海洋観光」に関する国土交通省の取組の例
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■マリンレジャー振興
マリンレジャーを楽しむきっかけ作り、気軽に楽しめる環境整備及び魅力の情報発信を目的に
ＵＭＩ協議会と連携したプレジャーボートの無料体験乗船会や海辺の安全教室の開催、
「海の駅」登録による誰でも利用可能なマリーナ等の周知・利用促進に向けた広報活動等を実施

■海岸事業
海岸の防護に加え、海岸環境の保全、公衆の海岸の適正な利用を目的に海岸保全施設を整備

■ 「明日の日本を支える観光ビジョン」
クルーズ船受入の更なる拡充 目標： 2020年に「訪日ｸﾙｰｽﾞ旅客を500万人」
・クルーズ船の受入環境の緊急整備等により、「お断りゼロ」を実現
・国際クルーズの拠点形成（旅客ターミナル整備への無利子貸付制度創設等）

■船旅活性化協議会 （座長：東洋大学 矢ケ崎准教授）
より魅力的な船旅の商品化、さらに、利用者が手軽に利用しやすくなるような情報発信により、
船旅が身近になる取組の推進

■ 「海の日」行事
国民の海への親しみ、理解の向上への取組
「海の日」前後の期間に、次世代をターゲットに「海」についての理解と関心を深めていくための多様なイベントを
官民あげて実施

■海フェスタ
国民の海への親しみ、理解の向上への取組
海洋についての理解と関心が一層深まる様々な事業を開催



「海」や「海洋観光」への国民の関心の喚起

■ 平成２７年「海の日」行事（第２０回目）
– 平成２７年の海の日は、平成８年に祝日となって２０回目

– 「海の日」前後の期間に、国民の海洋についての理解と関心を深めるとともに、海洋国家日本の貢
献に対する国際社会の認識を高めるため、全国で国民が広く参加できる多様なイベントを実施

【安倍内閣総理大臣の総合開会式でのスピーチ】

・海洋開発技術者数を2030年までに１万人とする目標を表明
・世界で初となる海上保安政策の修士課程を新たに開設することを表明

国民の海への親しみ、理解の向上への取組
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「海でつながるプロジェクト」（特設サイト） http://uminohi.jp/index.html

■ 平成２８年「海の日」行事
– 次世代を担う子供たちを中心に、多くの人の海への好奇心を喚起することを目指した「海の日」行
事“海と日本プロジェクト”を開始

– 海を未来へ引き継ぐための下記5つのアクションを設定し､公募した125のイベント開催 （1.海を学
ぼう！ 2.海をキレイにしよう！ 3.海を味わおう！ 4.海を体験しよう！ 5.海を表現しよう！）

【安倍内閣総理大臣からのメッセージ】

・海洋教育の取組を強化するため、「ニッポン学びの海プラットフォーム」を立ち上げることを表明

・２０２５年までに「プラットフォーム」を通じて、全ての市町村で海洋教育が実践されることを目指す



「海洋観光」の課題とは？

• テーマが多岐に渡り、政策として整理されてい
ない。

• 政策として総合的に推進する力が弱い。
• 取り組みの課題と方向性が見えにくい。

そこで、「海洋観光の振興に関する検討会」
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「海洋観光」の施策体系
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地域振興

国・地域のブランド力・競争力の強化

我が国海洋の適切な管理

我が国海洋の周知・啓発

経済の活性化

海洋の管理

施策体系

「海洋観光」の定義、施策体系、課題・今後の方向性について取りまとめ

海洋観光の振興に関する検討会

「海洋観光」は経済の活性化とともに、「海洋の管理」にも資する施策



海洋観光の課題と今後の取組の方向性①
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①海洋観光の魅力の発掘・磨き上げ
海が人々にとって身近になっていないのではないか。
クルーズ船の利用者が富裕層である実態、全顧客をターゲットにした一律的なアプローチ
には限界。
海側だけではなく、陸側の観光資源の磨き上げが必要。

利用者目線での魅力の磨き上げ（ターゲットの絞り込み等）
年間を通じた海洋観光が可能となる魅力の発掘
船に乗ること、船旅の楽しさ・魅力の向上、怖さの払拭
大型船の寄港促進、低価格帯や短期間のクルーズ等、より身近な商品開発
港湾、造船所、海洋再生可能エネルギー施設など沿岸域の構造物の見学・
視察などを目的とした海洋産業観光の振興

②魅力の情報発信手法
海・船そのものについての魅力、海洋観光自体に対する情報発信が十分ではない。
海洋の安全性確保や危機管理体制についても積極的にPRする必要性。

2015年を我が国の海洋観光年と位置づけての取り組み
湾内クルーズなど、船を活用した観光のPR
船に乗ることに限らず、浜辺や海浜地区に親子で行く機会を増やす



海洋観光の課題と今後の取組の方向性②
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③産業創出・振興
我が国クルーズ産業の更なる拡大を図るための施策が必要。
遊覧船、イベント船など、クルーズ以外の旅客船事業の振興促進も必要。
船酔いしにくい船等、旅行者がより利用しやすい船舶の技術開発が必要。
海洋観光に関する産業振興に係る具体的数値目標が未設定。

短期クルーズ、定点・定期型クルーズ、カジュアルクルーズ振興による
マーケットの拡大
内陸部の観光資源、離島との連携によるクルーズ寄港地の魅力向上
離島等の新たなクルーズ寄港地の発掘

④離島振興
離島までのアクセス改善、航路の維持・活性化が重要。
離島内における交通手段の確保、離島における観光資源の発掘・磨き上げ情報発信や、
離島に行く動機付けの強化も必要。
独自文化を継承する役割や、領海・EEZ拠点としての国土保全といった観点から、
離島の重要性について寛く周知を図ることが必要。

クルーズ船と離島の観光資源等との連携強化、離島航路の確保や利便性向上
本土における他の交通モードとの連携
離島における滞在メニューの充実や予備船の活用
離島が持つ観光資源を旅行目的につなげるための取組推進



海洋観光の課題と今後の取組の方向性③
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から再認識を行う必要がある。

⑤我が国海洋の周知啓発
若者が海洋に関する教育を十分に受けていない等、海離れの加速が課題。

海が果たしてきた役割について、他文化との共生や人の往来、物の輸送など、様々な観点
から再認識を行う必要がある。

海に関する体験学習の場の創出
海浜学校、教育旅行の推進
普段海に関わっていない人たちへの、海の関わり・体験の増進

海洋観光をコーディネートし、情報発信を行える人材育成・確保も重要。

⑥海洋観光に係る人材の育成
海洋教育に関する人材が不足しているほか、家庭内での海洋教育について改善の必要性
がある。
海洋観光をコーディネートし、情報発信を行える人材育成・確保も重要。

特に旅行業界における海洋観光のコーディネーターの育成
海洋に関する教育機関における指導員の育成

船と鉄道、バス等の交通モード間の連携を強化することが重要。

⑦関係者の連携
政府・自治体間の分野横断的な取組とともに、民間においても海洋関係だけでなく、内陸の
観光関係者と連携を図り、行政と民間の連携を促進することが重要。
船と鉄道、バス等の交通モード間の連携を強化することが重要。

クルーズ、フェリー・旅客船、離島、港湾整備、農林水産業等の関連する
産業分野の連携
周辺の大型観光地との連携など、市町村間の連携促進



目次

• はじめに

• 海洋観光の概要と課題について

• 海洋観光ワークショップについて

21



海洋観光ワークショップ開催について

「海洋に関する国民の理解の増進と人材育成」といった海洋政策の課題に対し、
「観光」という政策ツールの可能性を、将来の観光産業を担う学生と一緒に
探求するため、海洋観光ワークショップを平成27年度より企画

観光の力を海洋政策に
どのように活用できるか？

施策検討を通じて
学生の海洋の理解を増進
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○平成28年度海洋観光ワークショップ
【開催日】 平成２８年１１月１４日
【場 所】 東洋大学白山キャンパス（１２５記念ホール）
【参加者】 関係省庁職員、東洋大学、一般参加者等 計122名

○平成27年度海洋観光ワークショップ
【開催日】 平成２８年２月２日
【場 所】 東洋大学白山キャンパス（１２５記念ホール）
【参加者】 関係省庁職員、東洋大学、一般参加者等 計157名



平成２８年度 海洋観光ワークショップの検討テーマ

親子で海洋観光を楽しむ機会を増やし、
海洋について学ぶ機会とするために必要な取組とは？

○ 海洋政策（海洋観光を含む）の課題として「人材
の育成」と「海洋の周知啓発」があげられている。

○ 海洋に関する人材育成は政府としても力をいれて
おり、今年度から「次世代の海洋教育・海洋人材育
成」にも取り組む方針。

○ これを踏まえて、「親子での海洋観光」をテーマ
に以下の２つの視点から提案施策を検討。

①親子で海洋観光を楽しむ機会を増やすためには
どのような取組が必要か。
②子供たち（※）が、海洋観光の機会を通じて、
日々の生活（社会・経済・文化等）と海洋との
関わりを学ぶためにはどのような取組が必要か。

※小学生～高校生のうち、対象を明確にして検討
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■第1 部 東洋大学学生からの政策提案（各班発表10分・質疑３分）

東洋大学の学生全６班39名が検討

○親子で海洋観光を楽しむ機会を増やし、

海洋について学ぶ機会とするために必要な取組とは？

【各班発表タイトル】

• Ａ班 「島の名は。～東京11諸島の秘密～」

• Ｂ班 「海洋環境教育×観光 ～Ｅｃｏ Ｍａｒｉｎｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ～」

• Ｃ班 「パパは海でヒーローになれる」

• Ｄ班 「深海から未来を拓く ～多くの謎が眠る、未知のフロンティアへ！～」

• Ｅ班 「海洋観光×給食～食を通じて海を好きになる～」

• Ｆ班 「観光×海上保安庁」

■第２部 最近の取組紹介

• 太田 雄也氏 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐

「観光立国へのスキーム～地域の資源を活用してツーリズムの確立へ～」

• 山田 健一氏 神戸市みなと総局みなと振興部振興課振興係 係長

「海洋観光につながる神戸港の魅力発信等の取り組みついて」

• 神田 優氏 NPO法人黒潮実感センター センター長

「島がまるごとミュージアム 五感を使った海の体験プログラム」

24

平成28年度海洋観光ワークショップ概要

検討テーマ



（参考） 国土交通省などのホームページＵＲＬ

・海洋観光の振興に関する検討会
・海洋観光に関するシンポジウム2014・2015
・海洋観光に関するワークショップ2016

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/index.html

・船旅活性化協議会 他、旅客船関連施策
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk_13092017.html

・海事レポート
http://www.mlit.go.jp/statistics/file000009.html

・海上保安レポート
http://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/hakkou/report/top.html

・海の仕事.com
http://www.uminoshigoto.com/

・明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 （首相官邸ＨＰ）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko_vision/

・海洋基本計画（平成25年４月26日閣議決定） （総合海洋政策本部ＨＰ）
・子ども海洋基本計画

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonkeikaku/index.html 25


